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巻頭言 －最近思うこと：もの造り(創り)と「もの」の見方、生きものとは？－ 
サントリーホールディングス（株）社友 柳 謙三（昭和 43 年卒） 

 
 聊か旧聞になるが 1960 年代後半に「宇宙船地球号」という概念が流行った。当時の宇宙

開発競争やアポロ計画での月面着陸もあり、地球資源は有限との警世の視点での銀河太陽

系惑星「地球」と人類を外からの宇宙的概念（Cosmoship）から客観的に観る点で新鮮味が

あった。その後 International や Global、Glocal の様などちらかと言えばやや内からの視

点の言葉が流行って、この概念は希薄になったが、変化の激しい現世の中で脳の片隅にこ

のような概念も時には必要ではと思うこの頃です。その地球の中でも資源の乏しい日本は

科学技術立国でしか輝けないし国際貢献も出来ない。その一つに「もの造り（創り）」があ

る。「もの」とは何か？何故ひら仮名か？①物質としてそのもの②強者の者③もののけの様

な崇め恐れる心魂④ものの見方やもの語りの様な概念的なもの、の意味等がある。古来日

本では人生の職業や修行を「〇〇道」や「心技体」と言われる様に、この「もの造り」に

（反省もなしに半世紀以上）携わって来た者として、特に人や心魂が重要と肝に銘じて来

たつもりだが、道とは未知で何とも遠いもので終わりがない、のが今の正直な実感です。 

 同じ頃人工知能（AI）の概念が提唱され、Microprocessor や CPU の飛躍的発展から単な

る計算機（人工無脳）から言語処理、専門家的判断の蓄積や音声＆画像処理能力等を取り

込み、今や人間の知能を遥に上回る可能性も近い。早い話が今のスマホは電話や記録等相

互通信記録機能や計算機能、時計や写真、新聞、辞書、地図や百科事典機能を持った携帯

図書館でもあり、既に絶滅種で博物館行きとなったものも多く、今後の加速的な劇的変化

は直近数十年の現実が物語っている。脳科学を援用した AI は指数関数的な驚異（脅威？）

の能力拡張を続け、人間の脳を遥に上回る知能を持ち、技術的特異点（Singularity）は近

いと言われる。AI は感情を持てるのか、思想や宗教的概念を持つのか？生きものとは？少々

哲学的だが興味深々でもある。既に AI 僧侶や AI 社長等も出現している。一方「21 世紀は

生命現象を扱う生物（生きもの）学の時代」と言われている。自然発生＆進化成長する人

間の脳細胞と AI の人工脳セルの知能はどちらが優秀で神か悪魔か？興味と同時に人間、い

や人類にとって深刻な問題でもある。何故夢を見るのか？生命とは？生老死とは何か？

等々。一部を除き生命現象の殆どは未だ科学的に未証明である。研究課題、分野やビジネ

ス＆チャレンジチャンスは無限にある。今は明日には過去となり、明日は現実となる。好

むと好まざるとに拘わらず！未来は不確実だが、変化を含め現実となる。変化を恐れず能

動的に対応できればと考えたいものである。この技術的特異点には、事態を能動的に対応

できる若い研究力が必要と言われている。既に NPO 法人「バイオ未来キッズ」の様な取り

組みもあるが、大学の使命の大きな一つに教育がある。尚醸会もここ数年諸先輩や諸先生

方の努力のお蔭で学生さんへの PRを含め、新しい試みも始まった。各学年クラス幹事や産

業界や学界で活躍されている OB＆OG の方にももっと関心と関与と色々ご提案を戴き、尚醸

会の活動が更に活発になり、大学教育にお役に立てればと今日この頃思うことです。 
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就任のあいさつ － 尚醸会の強化について 

尚醸会会長 大阪大学名誉教授 吉田敏臣（昭和 38年卒） 

 

平成 29 年秋の尚醸会総会において前尚醸会会長菅健一先生の後任としてご指名を受け、

平成 30年度より、伝統を誇る尚醸会の会長としてその運営に携わることになりました。不

肖の私でありますが、まことに光栄に存じ、精いっぱいの力を尽くす所存であります。 

私は、醗酵工学科を昭和 38 年（1963 年）に卒業し大学院前期・後期課程を修了して、大

阪府立大学化学工学科を経て、発酵工学科の寺本研究室、田口研究室ならびに生物工学国際

交流センターで研究に従事してきました。最後に、情報科学研究科バイオ情報専攻設立に参

加し、平成 15年（2003 年）退職しました。その後 2007 年まで日本学術振興会バンコクオフ

ィス所長；2012 年まで大阪府立環境農林水産総合研究所所長；生物工学国際交流センター招

へい教授として現在に至っています。大阪大学教授在職中、アジアの若手教員・研究者の再教育

を行うユネスコ微生物学国際研修講座ならびに日本学術振興会の東南アジア諸国を対象とする拠点大

学方式による学術交流事業の運営に携わってきました。さらにバイオテクノロジー国際大学院プログ

ラム（5年制英語コース）を提案しその創設に携わりました。それは2002年からInternational Program 

of Frontier Biotechnology として 10年間続きました。その後、2014年からBiotechnology Global 

Human Resource Development Programが続き、大阪大学の国際的教育の伝統となっております。 

会報第 19 号の記事「グローバル人材の育成」に紹介しましたように、大阪大学工業会（大

阪大学工学部の同窓会）の平成 28 年度総会で、工学部長・工学究科長田中敏宏先生が学部・

研究科の運営方針を披露されました。それは明治 29年（1896 年）の創始以来 120 年、2回

目の還暦を迎えるに当たり、次の 60 年の計を構想するものであります。その中で、大阪大

学工学研究科は国際化をすすめ、すべての講義は英語で行うようにしようと提案しておら

れます。かなり大胆であるように聞こえますが、実は大阪大学工学部では 43年前にすでに、

英語による教育プログラムとしてユネスコ微生物学国際大学院研修講座が設置されている

ことを紹介され、60 年後は工学部全体で英語による講義が標準となることは確信している

とおっしゃられました。現在、生命先端工学専攻生物工学コース（もと発酵工学専攻）と生

物工学国際交流センターは、約半世紀にわたる国際教育の経験を遺産とし、現在上述の「バ

イオテクノロジー国際人材育成」特別プログラムを運営しています。このコースは、世界各

国からの留学生 20 名と日本人学生 50 名がともに英語で講義を受けるコースであり、毎年

20 名ほどの工学博士（PhD）がバイオテクノロジーの優秀な人材として社会に飛び立ちます。

この優秀なグローバル人材に産業界でも活躍していただくためには、産業界との密なる連

携が必要であり、以下のような事業を推進するため「グローバル人材育成協議会」を設立い

たしました。1) 産学連携懇談会の開催、2) 企業インターンシップ、3) 海外企業への就職を
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希望するアジア諸国の学生の紹介、4) 海外の大学研究室・民間企業との共同研究、委託研究の

紹介、5) 優秀な若手人材の日本への招へい・就学援助など。現在、生物工学国際交流センタ

ーと生物工学コースの教員などが社員となり、企業会員の協力のもと事業を推進し、留学生

などに呼びかけ「バイオテクノロジー分野におけるグローバル人材育成についての産学連

携懇談会」を開催し、海外出身の技術者研究者の日本企業への就職斡旋などの事業を行って

います。 

わが教室の醸造・発酵・応用生物工学科の同窓会は、平成 18年大嶋先生の提案により尚

醸会と命名されて、幹事会の運営はさらに組織的となり、菅先生が会長職を継がれこの数年、

産業界から幹事会への積極的参加により幹事会の組織強化が進められ、活発な活動が行わ

れています。最近は、わが教室と尚醸会の共催するシンポジウム等で同窓生の皆さまによる

醸造、食品、健康、医療をふくむバイオテクノロジー分野での活躍ぶりが紹介され、留学生

の国際社会における活動がさらに広く認知され、わが教室の国際的地位を高めています。ま

た、学部ならびに大学院の学生への同窓会活動へのオリエンテーション、学会や産業界で活

躍する先輩とのインターラクションの促進に留意・注力されるようになってきており、その

効果が表れることが期待されます。そのためにはさらに仕組みの工夫と実行強化を進める

ことが必要と考えます。 

今後、尚醸会の活動を効率化しつつ、さらに学生会員へのサービスを強化し、わが教室と

協力して国際感覚を有する有能な人材を育成し、卒業時における尚醸会参加を推進する適

切な措置を講じ、海外での尚醸会組織を構築し同窓生の相互協力を強化するとともに、卒業

生が世界的な規模で教育界・産業界で効果的に活躍できるようにしなければならないと考

えます。当面の基本的課題をあげると、以下のようになると思われます。これをたたき台と

して検討を深めて、具体的な活動計画を策定したいと思っています。 

課題 

1） 学生会員へのサービス：産業界の同窓生とのインターラクション、就職に関する情報の

提供 

2） 新規卒業生の尚醸会活動への取り込み：就職先での先輩同窓生との有効な交流 

3） 海外会員の拡大と組織化：留学生の卒業後の実態把握（就職先や連絡方法）とイベント

開催 

4） 同窓生へのサービス：必要なサービスの発掘・調査と実質化 

以上、問題提起の段階でありますので、尚醸会の皆様方のご賢察をいただき、ご意見・ご

指導をいただければ大変ありがたく存じます。 

最後になりましたが、皆様方の今後のますますのご活躍を祈念し、尚醸会会長就任の挨拶

といたします。 
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教室の最近の動向 

生命先端工学専攻 生物工学コース長 福崎英一郎 

 

2008、2014、2015、2016、2017 年度に続き、6 度目の生物工学コース長を拝命しました

福崎英一郎です。簡単に教室の最近の動向を紹介いたします。2018 年 7 月現在、生命先端

工学専攻生物工学講座には、教授 5 名、准教授 6 名、講師 1 名、助教 4 名が在籍しており

ます。加えて物質生命工学講座の極限生命工学領域の 2名、生物工学国際交流センターの 5

名、情報科学研究科バイオ情報工学専攻の 6 名、および、産業科学研究所生体分子機能科

学研究分野の 3 名の専任教員各位が協力して生物工学関連研究室（以下、当教室）といっ

たグループを形成し、学部、大学院教育を行っています。当教室には、専任教員に加えて、

特任教員 13 名、特任研究員 23 名、技術職員 1 名、さらに多くの技術補佐員ならびに事務

補佐員が在籍し、教育・研究に関与しています。さらに、現在、2つの協働研究所、3つの

共同研究講座も教育に貢献していただいております。現在当教室には、英語コース所属の

大学院生を含め、博士後期課程 60 名、博士前期課程 147 名、学部研究室配属学生 62 名が

在籍しております。人員の異動は頻繁大量であり、網羅は困難ですので専任教員の異動の

みを報告します。まず、当教室を去られた教員を報告します。長らく当教室の研究教育と

国際交流にご尽力いただいた仁平卓也教授（元生物工学国際交流センター長）が 2018 年 3

月をもって、大阪大学を定年退職されました。仁平先生は、2018 年 4月からは大阪大学 ASEAN

教育研究センター長として引き続き当教室の国際交流にご協力いただけることと期待して

います。現在、生物工学国際交流センター長は、藤山和仁教授が勤めています。そして、

産業科学研究所の新井由之助教が 2017 年 7 月に、中野雅裕助教が 2018 年 3 月に退職され

ました。 

続いて、当教室に着任された先生ならびに、昇任された先生方を報告します。2017 年 9

月に、情報科学研究科教授に松田史生先生（元 清水研准教授）が着任されました。2017 年

12 月には生物工学コース教授として内山進先生（元 福井研准教授）が着任されました。2017

年 11 月には、紀ノ岡研助教として堀口一樹先生が着任されました。2018 年 4 月に情報科学

研究科松田研に岡橋伸幸先生が、産業科学研究所永井研に服部満先生が助教として着任さ

れました。2018 年 4 月から村中研助教の福島エリオデット先生が講師に昇任されました。

大政研の招へい教員だった山野範子先生が 2017 年 12 月からクロスアポイントメント制度

による特任助教として採用されました。その他、複数の先生方がクロスアポイントメント

制度によって滞在されました。上記の他にも、特任教員、特任研究員、技術補佐員、事務

補佐員、招へい教授、招へい研究員、研究補助員等が数十人規模で異動しました。 

当教室は従来どおり国際交流、留学生教育に力を注いでおります。10 月はじまりの英語

コース大学院を中心として、学部英語コース（G30）や、SSSV 等の種々の短期プログラムで

多くの留学生を受け入れています。「アジア人材育成研究教育拠点（Center of Asia Research 

and Education Network）CAREN」を通して始まった博士前期課程ダブルディグリープログ

ラム（DDP）の第 1 期生としてタイのキンモンクット王工科大学トンブリ校（KMUTT）とイ

ンドネシアのバンドン工科大学（ITB）から来た 2名の学生は無事ダブルディグリープログ

ラムを修了しました。現在、第 2 期生がバンドン工科大学から 3 名来日し、在籍していま

す。加えて、1 名の日本人が ITB 学生として勉学に励んでいますが、2019 年 3 月には DDP

学生日本人一期生として修了見込みです。今後、双方向交流がさらに発展するように努力

する所存です。今年度も昨年に引き続き、コース長による教室近況に加えて、各研究室の

近況を尚醸会の皆さまにお伝えするという趣向を継続しています。併せてお楽しみくださ

い。 



5

各研究室の近況 

 

【生物資源工学領域】2018 年度の福崎研は学部生 7名(含 G30 コース 1名)、修士 24名、博

士 14 名とスタッフを合わせた合計 64 名のラボになりました。留学生は 16 名であり非常に

国際的なラボになっています。また、福崎研の 3 本柱である、国際交流、産学連携，男女

共同参画は今後も継続していきたいと考えています。昨年度の受賞は、Interstellar 

initiative において准教授の新間が２度目の Outstanding Team Presentation を、現在 D2

の中野洋介くんが 2017 年度生物工学会飛翔賞、D1の竹尾映美さんが ALC2017 student アワ

ードを受賞しました。また、現在 D1 の谷口百優さん、竹尾映美さんの両名が日本学術振興

会特別研究員 DC1 に採用され研究に従事しています。人数が多いので毎日楽しく研究生活

を送っています。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。 

 

【生命環境システム工学領域】おかげさまで学部生から博士課程までの日本人学生が 19名、

留学生が 10 名、教員や研究、事務の補助の方を加えて総勢 40 名となりました。海外から

も東南アジアをはじめ欧米から長短期に研究者や学生を受け入れてにぎやかにやっており

ます。この 1 年では博士課程の Quang 君、Syafiqah さん、加藤助教の研究成果がそれぞれ

論文となり国内外のニュース等で紹介されました。6 月 18 日にあった大きな地震でも研究

室のメンバーに怪我はなく、研究室の被害もそれほど大きくはなかったのですが、研究室

によって状況が異なるようです。安全に研究ができる環境に早く戻れればと思っておりま

す。 

 

【高分子バイオテクノロジー領域】2001 年に応用生物工学専攻の助教として加えていただ

き、2017 年 12 月より教授を拝命し内山研が発足しました。食品や医薬品のなかでも、特に

蛋白質などの高分子に焦点をあて、物性、構造、機能の関係を研究し、バイオテクノロジ

ー産業の発展へとつなげる所存です。領域名は細胞動態学領域から変更となっています。

准教授として杉山峰崇先生に加わって頂き、特任助教、特任研究員、事務補佐員、修士学

生（11 名）、および学部学生(6 名)のもと、酵母バイオテクノロジーの研究も進めながら、

忙しくも楽しい研究室になってきています。近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。 

 

【細胞工学領域】2018 年度の村中研は学生 30 名に教職員を合わせると総勢 39 名となりま

した。また、福島エリオデット先生が講師に昇任されました。NEDO（国立研究開発法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構）プロジェクト「高機能組換え植物組織培養によるビ

タミン D3 高効率生産技術の開発」など、様々なプロジェクトが順調に進んでいます。ぜひ、

「細胞工学」「村中研」で検索して研究室ホームページを訪れてください。 

 

【合成生物工学領域】領域名が改称（旧称、生物化学工学領域）となり、丸 2 年が経ちま
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した。本田先生、岡野先生を含め、スタッフ・学生、総勢 13 名の小所帯ではありますが、

アクティブに研究に取り組んでいます。昨年度は、本田先生が第 1 回バイオインダストリ

ー奨励賞（主催、バイオインダストリー協会）を受賞したほか、科学技術振興機構の新規

プログラム（未来社会創造事業）への提案課題が採択されるなど「初物づくし」の 1 年と

なりました。小所帯ならではの小回りの良さで、研究の裾野をますます拡大中です。 

 

【生物プロセスシステム工学領域】発足 9年目の研究室（2018 年 6月末現在）は、昨年 11

月に堀口助教を迎え、教員 3 名（紀ノ岡、金、堀口）、特任教員・研究員、事務補佐員、

招へい研究員などで 27 名、学生 31 名（うち留学生 8 名）と、大所帯でかつ国際的な研

究室となっております。特に、AMED 細胞製造プロジェクト（2014 年 4 月開始）や工学研究

科連携型融合研究組織「細胞製造コトづくり拠点（2016 年 4月開設）」を中心に、細胞製造

システム工学共同研究講座（ヘリオス、2014 年 7 月開設）、細胞培養工学共同研究講座（ロ

ーツェライフサイエンス、2018 年 4 月開設）、再生医療協働研究所（日立プラントサービス、

2018 年 6月開設）との連携強化を進め、細胞製造研究に邁進しております。 

 

【生物化学工学領域】発足 4 年目は学部生 6 名、修士 12 名、英語コース修士 2 名、博士 2

名、特別研究学生 1名、Jana Frank 特任助教とクロスアポイント教員の山野範子特任助教、

スタッフの藤木さん、森本さん、さらにサラヤからのクロスアポイント特任准教授の尾田

先生と、計 29名です。大政先生は日本動物細胞工学会の技術賞を東洋紡と一緒に受賞され

ました。さらに日本動物細胞工学会副会長、化学工学会バイオ部会の部会長として、忙し

くされています。AMED の次世代バイオ医薬品製造技術開発研究は 3 月で終了しましたが、

科研基盤 S、AMED-CiCLE, さらに AMED バイオ医薬品の高度製造技術開発が始まりました。

近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。 

 

【バイオ情報計測学講座】大阪大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻では、2018

年 4 月にバイオ情報計測学講座が発足しました。教授、松田史生、准教授、市橋伯一、助

教、岡橋伸幸（4月着任）の布陣で工学部応用生物工学コースの学部教育を担当いたします。

4月には新 4回生 5名が配属されました。これから応生の発展のために尽力する所存であり

ますので、ご指導のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【代謝情報工学研究室】平成 29 年度は、妹尾幸枝さん(M1)と和田圭介君(D3)が化学工学会

でポスター賞を受賞しました。また、松田先生が教授に昇任され、バイオ情報計測学講座

を主催されています。平成 30 年度は新たに学部生 6名と博士１名を迎え、修士 8名、博士

３名、スタッフ 6名の計 23名で臨みます。清水教授が計画研究班代表を務める新学術領域

「新光合成―光エネルギー変換システムの再最適化」の研究も順調に成果が出ております。

近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。 
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【応用微生物学領域】研究室発足 10 年目に突入し、現在学部 4年生が 6名、修士課程学生

が 17 名、博士課程学生が 4名、インドネシアバンドン工科大学とのダブルディグリープロ

グラム修士課程学生が 1名、G30 学生が 1名、短期留学生が 1名、外国人客員クロスアポイ

ントメント教員、研究員を含めたスタッフが 11 名と計 41 名の大所帯となりました。留学

生の出身国は 9 カ国となり、益々国際色豊かな雰囲気となっております（学生構成；日本

人 18 名、留学生 12 名、5月 29 日現在）。昨年度は博士後期課程 3年の大橋博之さんを筆頭

著者とする発表が日本農芸化学会 2018 年度大会でトピックス賞に選出されました。当研究

室に訪問・滞在された外国人留学生および先生方を交えた研究室活動の様子も「藤山研通

信」にて頻繁にアップデートしていますので是非ご覧ください。皆様の現況も是非お聞か

せ下さい。 

 

【分子微生物学領域】仁平教授は、2018 年 3 月に退職され、大阪大学 ASEAN 拠点長として、

タイ・バンコクに赴任されました。このご退職に際し、記念講義と祝賀パーティーを 3 月

に開催し、卒業生約 70 名に参加して頂きました。旧交を温めることができたと思っていま

す。新年度となり、3名の新 4回生を迎えました。これにより、木谷准教授と木下助教に加

え、15 名の研究室員が、研究と学業に励んでおります。また、今年度には、3 名の博士が

生まれる予定です。卒業生の皆様との共同研究も大歓迎です。また、研究室の近況や卒業

生の来訪を、ホームページにて発信しておりますので、是非ご覧ください。 

 

【生体分子機能科学研究分野】本年度は 学部生 4 名、修士 7 名、博士 6 名、特任研究員 4

名、特任教員 3名、JSPS 外国人特別研究員 1名、秘書 3名、スタッフ 3名の計 31名といっ

た構成です。昨年来、原著論文 22 報を含め計 36 報の研究成果を報告しました。篠田君は

第 55 回日本生物物理学会年会で学生発表賞を受賞し、日本学術振興会特別研究員に採用さ

れました。Nadim 君は CaBP20 で ポスター賞を受賞しました。服部助教は JST START の研究

代表者として来年のベンチャー立ち上げに向け奮闘しています。永井先生は第３回 日本光

生物学協会協会賞を受賞されました。JST CREST や先端計測など大型プロジェクトの代表と

して研究を推進し、招待講演で世界中を駆け回わっておられます。また、日本学術会議連

携会員として日本の学術発展のためにご尽力されているのみならず、大阪大学の副理事や

産学共創本部イノベーション共創部門長、先導的学際研究機構超次元ライフイメージング

部門長として大阪大学の発展にもご尽力されています。 
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教員紹介：バイオ情報計測学講座の開設にあたって 

大阪大学大学院情報科学研究科 教授：松田史生 

 

 2018 年 4月より、大阪大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻にバイオ情報計測

学講座が発足しました。本講座は代謝情報工学講座（清水研）とともに工学部応用生物工

学コースの学部教育を担当し、応生の一員としても活動を行います。私、松田が教授とし

て、市橋伯一准教授、4 月に着任した岡橋伸幸助教らとともに、歴史ある発酵工学のさら

なる発展に尽力していく所存であります。今後とも尚醸会のみなさまからのバイオ情報計

測学講座へのご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

私は京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻博士課程にて植物二次代謝の生物有機

化学的研究で学位を取得後、理化学研究所植物科学研究センターメタボローム基盤研究グ

ループ研究員、神戸大学先端融合研究環准教授を経て、2012 年 10 月に情報科学研究科代

謝情報工学（清水浩）研究室へ准教授として着任いたしました。もともと質量分析を用い

た代謝成分の解析を専門としておりましたが、前任地の神戸大学において、近藤昭彦教授、

荻野千秋准教授（現教授）、石井純特任助教（現准教授）らの影響を受け、バイオリファイ

ナリーを目指した微生物一次代謝の解析へと大きく研究の舵を切りました。酵母のおもし

ろさに目覚め、ベクター構築や形質転換などを教わり、日本生物工学会にも参加させてい

ただくようになりました。山を見て未到の新ルートを開拓する農学者と、頂上までのエス

カレーター建築に必要なコンクリート量を計算する工学者の物の見方の違いに衝撃を受け

つつも、2013 年からは JBB の編集委員を拝命し、生物工学領域の研究が査読プロセスを経

て世に出ていくお手伝いをさせていただくともに、生物工学のあり方についても考える機

会をいただきました。 

情報科学研究科代謝情報工学（清水浩）研究室では、清水教授の温かいサポートと、平沢

敬助教（現東工大）、吉川 勝徳助教（現積水化学）、戸谷吉博助教（現准教授）からのご協

力に支えられ、NEDO 若手グラント、NSF/JST、新学術領域「代謝アダプテーション」などか

らの支援を受けつつ、代謝を計測する技術の開発を島津製作所と共同で進めました。優秀な

学生や共同研究者にも恵まれ、これまでの代謝物量の測定に加え、タンパク質量の一斉定量

を行う定量プロテオミクス、さらにそれらを代謝フラックス解析と統合することで、有用物

質の微生物生産の向上に必要な代謝制御機構の解明につなげることができました。 

バイオ情報計測学講座では、さまざまな生物の代謝を調べるための先端計測技術と、得

られたデータを解読する技術の開発を行い、工学、農学、医学、薬学へと応用していくこ

とを目指しています。代謝は発酵醸造の根幹でありますが、代謝が流れていく全貌を理解

するには、一つの観点からとことん掘り下げていく正攻法に加えて、工学／農学、植物／

微生物／動物などの様々な切り口から多面的に理解する攻略法もあり得るのではないかと

感じております。今後は、これまでの経験を生かしつつ、新たな気持ちで微力ながら生物

工学のさらなる発展に尽力する所存であります。引き続き叱咤激励をいただきますと嬉し

く思います。 
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里山の生態系を考える 

                   大阪大学名誉教授 塩谷捨明 (旧教員) 

  

2008年に大阪大学を定年退職後、7年間熊本にある崇城大学で勤務、3年前京都に戻った。

しかし、熊本の生活が気にいっていたので、相変わらず熊本・京都を行き来していた。2016

年 4 月熊本地震に遭遇し、借家は半壊、京都に戻るにも交通手段がなかったので、避難所

生活も経験した。地震のショックは昨年の原島先生の報告（第 20 号）にもあるように、私

にとっても大きかった。7月に熊本の生活を完全に引き払ってからも、半年ほどはこのショ

ックで先のことを考える余裕がなかった。2017 年になって、ようやく何かをと考えるよう

になり、熊本で始めた低山歩き(日帰りの山ハイキング)を再開した。現在、西山ネットワ

ークというグループで、京都西山の野草の保護、特にカタクリとギフチョウの保護活動を

手伝いながら、山野草の観察と低山歩きを楽しんでいる。 

カタクリはソメイヨシノの開花よりやや遅れて山野に咲く、薄紫の可憐な花である。中

部以北ではまだまだ多くみられるが、西日本では限られた場所でしか見られない。コナラ

やクリなど落葉広葉樹林の春の明るい日差しの下で開花する。10 日ほどで実をつけ、種を

落としやがて葉も消えて、3か月ほどで地上から姿を消す。スプリングエフェメラル（春の

妖精）の仲間の多年生植物である。実生から開花までは 8年ほど要する。古くから自生し、

万葉集にも堅香子の花として詠まれている。虫媒花でマルハナバチやギフチョウなどの送

粉昆虫の助けを借りて受粉する。近年里山の放置や鹿の食害などで生育環境が悪化したた

め、防獣ネットで保護した域内でのみ生育している。ギフチョウが卵を産むミヤコアオイ

（葵祭で使うフタバオイとは別）も保護対象である。 

春や秋に、倒木・枯枝・枯木の排除や伐採処理、落葉掻きや保護ネットの点検・補修、

観察路や登山道の整備を行い、カタクリやその他の山野草の観察や生育を記録する。花の

シーズンには、入山者に草花の説明や保護活動に理解を得るための話などをする。 

この活動を始めるようになって初めて鹿や猪などの食害が山野の動植物生態系に大きな

影響を及ぼしていることを実感した。防獣ネットを張って鹿や猪が入ってこないようにし

ているが、ネットの中と外を見ればその効果は一目瞭然、ネットの外は野草がほとんど生

えていない。ようやく見つけるとそれは鹿が食べないミヤマシキミや馬酔木ばかり。しか

し、このような防獣ネットで囲まれた野外植物園のような環境を作ることが、自然保護に

なっているのか？ふと疑問が湧いてくる。地域の里山をどのような状態で保存したいの

か？鹿の捕獲頭数を増やしてもジビエ料理での消費量には限界があり、鹿との共存をどの

ように図るのか、生殖能力のない鹿の創出・導入は可能か？是か非か？人間活動で否応な

く変化させられてゆく自然に積極的に手を加えてゆくべきか否か？先ずは多くの人々に里

山の現実を知ってもらうことが必要だと思いながら保護活動と花観察をしている。 
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研究と人生の恩師クロニクル 
北海道大学 大学院地球環境科学研究院 環境分子生物学分野 森川正章（昭和58年卒） 

 
 私が微生物学の道を歩むようになったルーツは、小学生の頃に遡ることができるように思う。両親

が生き物が好きで、クジャクサボテン“月下美人”の見事な開花を深夜まで鑑賞したり、庭に植えて

いた柑橘の葉に産みつけられたアゲハチョウの卵を見つけたときは、その小枝を一輪挿しに入れ玄関

先に置いて、孵化から幼虫そして成虫までの驚異的な変態の姿に感動した。ふとしたはずみで、さな

ぎを吊る糸が切れたときに母は縫い糸をつかって器用に修復し、背が割れて無事に羽が展開したとき

には歓声をあげたものであった。6年生の誕生日に父が、わりと立派な顕微鏡を買ってきて、鳥の羽

からミジンコまで手当たり次第に観察し、池水のなかのイカダモやミカズキモの美しい造形美に時を

忘れて見入っていた。大学へ進学する時には、エンジニアという言葉に憧れて工学部には決めていた

が、顕微鏡をつくる精密工学科にしようか、顕微鏡で見るほうの発酵工学科にしようか迷った末、大

嶋泰治教授の遺伝子工学に関する連載記事を新聞で読み発酵工学科に決めた。4年生になっていよい

よ研究室を選ぶときには、どうせならと厳格な合葉修一教授の研究室の門をたたき、当時新進気鋭の

助教授だった今中忠行先生のもとで枯草菌のαアミラーゼ分泌機構をテーマに突然変異処理とプレー

トアッセイに明け暮れた。今中先生からは「研究はイマジネーションが大切や、自分がアミラーゼに

なったつもりでどうすれば細胞膜をくぐり抜けて外に出られるかを考えなあかん。」と教えられ一生懸

命考えたが結局、正解には迫れず研究者としての才能のなさを実感した。その後、入社した食品会社

から２年間派遣された工業技術院化学技術研究所（現、産総研つくば）でヒトリゾチームのタンパク

質工学を学ぶ機会を得て、会社を辞して博士課程に入学する決心をしたのは、自らを突き動かす強い

力を感じたためであった。進学の相談に伺った時に、今中教授から「石油を瞬時に気化するすごい物

を生産する細菌がいるのでやってみないか。」と言われたときには心が踊った。結局、その実体は酵素

ではなくバイオサーファクタントであったが、いまでは広く認知される油膜排除活性測定法の考案や

最高活性の環状リポペプチド アルスロファクチンを発見できたことは研究者として自信になった。併

せて、嫌気的アルカン分解・合成細菌の代謝をまとめて博士学位を取得したときは、既に34歳になっ

ていた。しかしその間、(株)海洋バイオテクノロジー研究所の研究船蒼玄丸に乗船する機会に恵まれ、

船酔いに苦しみながらも鹿児島県小宝島の硫気坑から超好熱菌 Thermococcus kodakar(a)ensis KOD1

を単離する経験を得たことによって、研究の世界がさらに大きく拡がった。一方、秋田県や新潟県の

国内油田さらにはカナダのオイルサンドやマレーシアの海底油田を巡り、高度好熱性から耐冷性まで

の極限環境油田細菌も多数単離した。このようにして、極限環境微生物の世界にどっぷりと足を踏み

入れて、今中教授と金谷茂則教授のチームのもとでタンパク質科学を基盤とした酵素の進化や分子機

構に触れることができた。この強力なチームのおかげで、研究者としての才能に恵まれなかった私が、

ここまで来られたことに心から感謝している。40歳になった頃に金谷教授からある日「森川さんも一

度、留学してみたら？」と、文部科学省長期在外研究員に推薦いただいた。わずか10ケ月間の留学で

あったが、家族それぞれがボストンでの生活を満喫することができた。その詳細は長くなるのでまた

の機会にお話したいと思うが、今中教授が言われていた「自分に投資しなさい。」の言葉を守ったこと
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でかけがえのない多くの経験と人脈を得ることができた。北緯42度のボストンでの生活と刺激がなけ

れば北海道へ渡るという人生の選択肢もなかったであろう。ハーバード大学のロベルト コルター教授

からは研究だけでなく人生の生き方についても学んだ。南米出身のコルター教授は病原菌バイオフィ

ルムのパイオニアであると同時に、環境微生物の共生の世界でも著名な研究者である。ところが3年

前の研究室同窓会MIS3で突然「私はまもなく研究の世界から引退する。」と語ったのである。その理

由は、微生物が万人の幸せに貢献するワイン造りに専念する、ハーバード大学自然史博物館に誰もが

楽しめる生きた微生物展示ブースを作る（期間限定ではあるが）、そして自らの限界に挑戦するべく

100kmトライアスロンを完走する準備のためとのことであった。「なんといさぎよいことかと」そのと

きの衝撃は未だに忘れられない。ちなみに、ハーバード大学に定年制はなく80歳代の現役教授も珍し

くないが彼はまだ60過ぎである。これまでに何度も学会で彼を招待しようと誘ったが、多忙と時差の

ために一度も来てくれることはなかった。しかし2011年の東北大震災直後に「マサアキ、オレハニホ

ンニユキタイ。ソシテワカイケンキュウシャヲエンカレッジシタイ。」とメールをよこしてくれたので

ある。どこで講演してもらうのか考えた末、彼とは昔からの馴染みであった日本大学上田賢志教授、

次に日本の口腔細菌バイオフィルム研究のパイオニアである大阪大学の恵比須繁之教授、そして最後

に北海道滞在を計画した。コルター教授と北海道大学の若手研究者とのジンギスカンパーティーは私

の夢が叶った瞬間であった。これも30年前に私を拾ってくださった今中教授と17年前に留学の機会

を与えてくださった金谷教授の懐の深さのおかげである。このように、ひとの人生は恩人のリレーに

よって導かれるのだとつくづく感じている。 

 近年、若手研究者の自立と育成という旗印のもとさまざまな制度改革が行われている。確かに、優

秀な若手が露出する機会は増え、大きな研究費を得て研究が加速することもあろう。しかし、回り道

をして博士学位をようやく取得した頃の私と同じ年代の若手教員が、研究費獲得から学生の教育指導、

そして社会貢献学会活動はたまた各種学内委員会委員までを、一人でこなさなくてはいけない現代の

環境は気の毒に思えることも多い。私を育てて頂いた古い体制、言い方は悪いが「護送船団方式」の

研究チームでは、一つの研究テーマに一丸となって取組んだり、研究室の運営方法や研究費獲得の仕

方などを手取り足取りじっくり学ぶことができた。最近、毎年のように優秀な学生がぱったり研究室

に来なくなったり、勉学の意欲を喪失してしまうことに頭を悩ませている。昔は「お前はもう研究室

にこなくてもいいぞ。」などと非難叱責されても、歯を食いしばって指導を乞うのが当たり前だったの

は、各年代のスタッフが揃った家庭的な研究室の体制のおかげも大きかったような気がする。今中教

授が冗談まじりに「きみたちはうちの家族よりも身近で大切な存在だ。」と研究室飲み会で言われてい

た頃がうらやましくもありそして懐かしい。早くも私自身60歳が見え隠れし始める年頃となったが、

恩師への恩を忘れず今の恵まれた環境に感謝して、あともうしばらく研究のワクワクを求めて学生た

ちと一喜一憂させていただこうと思う。 

追伸、本稿執筆中に、合葉修一名誉教授の訃報が届きました。御故人のご冥福を心よりお祈りします。 
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尚醸賞の授与にあたって 
                 大阪大学名誉教授 菅 健一（昭和 37年卒） 

                                                 

平成 18年、本同窓会会長が芝崎勲先生から大嶋泰治先生に変わられたとき、本会の名称

を「大阪大学工学部醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会」より「尚醸会」と命名すること

になった。ここで、「尚」とは物事を「大切にする」「重んじる」「尊ぶ」という意味であり、

また「醸」には同窓会のルーツである醸造を表すと同時に「新しいものを作り出す」とい

う意味がある。この教室では生物が持つ潜在的な力を見つけ出し、これを利用して人類に

貢献しようと努力している。尚醸

会を大学や企業で活躍する卒業生

が互いに啓発し合う場とするため

にベテランの卒業生から若い卒業

生さらには教室で学ぶ学生にも同

窓会に関心を持ってもらいたいと

考え、今年度より工学部応用生物

工学コースで学ぶ成績優秀者に対

して尚醸賞を授与し、その努力を

たたえ、更なる飛躍を期待すると

同時に、この会が発展することを

願うものである。 

 

平成 29 年度尚醸賞受賞者のコメント 

植田健介 

 私はこの度、尚醸賞を頂きました。頂いた名誉が身に余ることのないよう、これからも

より一層研究・勉学に励んで参ります。将来は、量子物理学、生命科学、情報科学の 3 分

野を武器に新しい学術分野を開拓したいと思っております。 

 

馬越泰 

 今回、第一回の尚醸賞を頂けたことを大変嬉しく思います。先生方や同級生、先輩、そ

して家族など、様々な方の支えで大学 4 年間を過ごすことができました。大学院でも感謝

の気持ちを忘れず、日々精進したいと思います。 

 

村上絢菜 

 この度は尚醸会の賞を受賞させて頂き有難うございました。第一回という記念すべき回に受

賞させて頂くことができ、誠に嬉しく思っております。まだまだ未熟ですが、これを機に今後も

勉学・研究に励み、社会に貢献できる人間として成長できるよう精進したいと思います。 

2018 年 3 月 22 日に大阪大学サントリーメモリア

ルホールで開催された授賞式での写真（左から、馬

越さん、村上さん、菅前会長、植田さん） 
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平成 29 年度工学賞を受賞して 

大阪大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻 松田研究室 

博士前期課程 1年 植田健介（平成 30年卒） 

 

 私はこの度、応用生物工学科目の代表として平成 29年度 大阪大学工学賞を頂きました。

また、大阪大学工学部卒業生 862 名の中から卒業生代表に選んで頂きました。 

 これもひとえに生物工学のいろはを熱心に教えてくださった先生方、精神的に支えてく

れた家族・友人、経済的に支援してくださった竹中育英会、ならびに落ちこぼれの私を大

阪大学に押し込んでくれた高松高校・補習科のお陰でございます。頂いた名誉が身に余る

ことのないよう、これからもより一層研究・勉学に励んで参ります。 

 現在、市橋准教授のご指導の下、「進化」という現象を試験管内で構築する研究を行って

おります。研究室に配属されて、早 1 年が経ちました。この 1 年間は、上手くいかないこ

とだらけで、話に聞いていた「研究の難しさ」を身をもって知りました。 

 ここから別の話をします。私が一番興味を持っている分野は、量子物理学です。おそら

く大学 4 年間の中で一番勉強した分野です。量子物理学の勉強と進化の実験的な構築、こ

の 2つを同時にやっていく中で考え始めたことを綴りたいと思います。 

 系の時間発展を記述する運動方程式、そして相対論的不変性、ゲージ不変性の下で展開

される理論に触れるにしたがってこれらの理論と生物、特に進化を記述するのに必要な遺

伝情報に関する知見との間に存在する溝が気になり始めました。生物の教科書を開くと「生

命の遺伝情報は A, T, G, C で記されている」という文言を見かけますが、ATGC の羅列を眺

めたところで遺伝情報の時間発展については何も教えてくれません。この状況にもどかし

さを覚え、A, T, G, C のさらに奥に遺伝情報の本質があるのではないかと考えるようにな

りました。例えるならば、プログラミングでいうところの高級言語に対する低級言語、量

子物理学でいうところの Dirac 方程式に対する作用積分といったところです。 

 しばらくすると、DNA 上の電子状態から遺伝情報の時間発展に関する確率密度関数を引き

ずり出そうとする研究を知りました。遺伝情報を DNA 上の電子状態から考える、上記の問

いに対する一つのアプローチであると思います。一見、良さそうに見えますが、電子状態

は DNA の物性に大きく依存しており、ATGC から脱却したと言えません。モヤモヤが残りま

す。 

研究室の先輩が仰っていた「生命は物理現象。生物は物理実装」という言葉が妙にしっ

くりきています。この言葉に倣うと、上記の研究は生物と呼ばれる物理実装に関する研究

だろうと思います。一方、私がしたいのは生命と呼ばれる物理現象に関する研究です。 

 紙面の都合上、詳細は省略しますが、情報科学から量子物理学を眺め、量子物理学の一

分野である生命科学に取り組めば、生命が持つ情報という一つの「物理現象」が理解でき

るのではないか、そんな考えに取りつかれるようになりました。そして、これが私の進む

道のような気がします。 
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平成 29 年度 尚醸会バイオテクノロジーセミナー報告 

  庶務幹事 山内朝夫（平成 9年卒） 

平成 29 年 11 月 11 日(土)、尚醸会総会およびバイオテクノロジーセミナー講演会が吹田キャ

ンパスサントリーメモリアルホールにて開催され、48 名の同窓生が集い、旧交を温めました。

総会では、菅健一会長(S37 年卒)の挨拶の後、尚醸会活動内容・会計の報告、生物工学コース

の現状報告が行われ、会計監査報告が承認されました。また、次年度の会長として吉田敏臣先

生(S38 年卒)が選任され、次年度副会長に柳謙三先生(S43 年卒)の留任と新名惇彦先生(S40 年

卒)の後任で関達治先生(S41 年卒)の着任が承認されました。加えて、幹事長が次年度より金子

嘉信先生(S53 年卒)から福崎英一郎先生(S58 年卒)に交代するため、本会の重役が一新すること

になりました。その他の事項として、学部卒業生の表彰、出欠集計システム、グローバル人材

育成プログラム、斉藤先生関連書籍と産業バイオシンポなど、多岐に渡る紹介がありました。 

引き続く講演会では、いずれも平成十年以降卒業のフレッシュな演者 3名にご発表頂きまし

た。大阪大学大学院工学研究科・黒田真史助教(H16 年卒)は「細菌のセレン代謝と環境技術へ

の応用」というタイトルで、重金属の汚染浄化とその回収について現在取り組んでおられる研

究をご披露して頂きました。株式会社島津アクセス・宮本聖子様(H16 年卒)は「博士号を取っ

て歩む道」と題し、ご自身の研究経験がフィールドインストラクターという職にいかに生かさ

れているかを熱く語って頂きました。菊正宗酒造株式会社・大原佑介様(H24 年卒)は、「低精白

米仕込みにおいて酢酸イソアミルを高生産する酵母変異株の育種と解析」という演題で、菊正

宗酒造の歴史と清酒業界の現状の紹介の後、変異株の学術的な研究と解析を交えながら製品に

至る成果についてお話頂きました。各演者に対する先生方の御意見・御質問は暖かくも熱心で、

卒業発表を思い出す懐かしさが残りました。 

 交流会は初めての会場となる吹田キャンパス内レストラン、Kitchen BISYOKU にて行いまし

た。室岡義勝先生(H41 年卒)の乾杯で始まった会では、講演会で大原様が発表されたお酒も振

る舞われ、和やかな歓談の風景が広がりました。途中では、総会で決まった菅会長と金子幹事

長の退任挨拶や吉田次期会長、関次期副会長、福崎次期幹事長の挨拶のほか、新幹事の先生方

の御言葉を頂戴しました。最後の柳謙三副会長の中締めになると、例年刹那に感じますが来年

の再開を確認して会は閉じられました。 

同窓生の皆様（特に若手の皆様）、一度は参加してみては如何でしょうか？遠慮なくお越し

頂ければ幸いです。 
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尚醸会企画 OB・OG との座談会 開催報告 

古賀雄一（平成 8年卒） 

  

2017 年 11 月 11 日吹田キャンパスにて座談会を実施しました。 

今年は、若手 OB・OG 6 名、学生 23 名（学部生 9 名、院生 14 名）が参加しました。各

OB・OG を囲んで 4～5 名のグループに分かれて、自己紹介から、学生時代の体験、会社の

ことなど自由な話題でグループトークを行いました。メンバーを入れ替えながら 20分のセ

ッションを 4回行い、学生たちは多くの先輩方と話をする機会ができたと思います。昨年

までは就職活動の話題が多いようでしたが、今年は「学生時代の専門と就職する業界につ

いて考えたこと」や、「学生時代と、社会人になっての考え方の変化」など先輩方の内面的

なことについて質問する様子もみられましたし、また、先輩方も企業の話だけでなく、仕

事に対する考え方や人間関係のことなど、学生が普段聞けない話を沢山していただけまし

た。 

 

 

参加者からは「就活や仕事をするときの気持ちなど、今までイメージがわかなかった事

を知る機会になった。」（学生）、「年齢や職業の違う人とお話ができてよかった。」（学生）、

「今の学生の状況や気持ちを知るいい機会になった。」（OB・OG）、「学生から元気をもらっ

た。」（OB・OG）、などの感想が寄せられ概ね好評だったと思います。学生にとっては数年後

の自分たちの姿を思い描くいい機会になったと思われます。今後も同様の座談会を続けて

参ります。ご興味のある尚醸会会員の皆様にも是非ご参加いただければと思います。 

末筆では有りますが、休日にもかかわらずご参加頂いた OB・OG の皆様、ご紹介頂いた先

生方に御礼申し上げます。 

 

参加 OB・OG：松永光平（住友化学）、奥野将司（島津アクセス）、関野宏紀（理研ビタミン）、

山内雄人（サントリー）、酒井大樹（辰馬本家酒造）、野原小百合（グリコ栄養食品）。 
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～シンポジウムを開催しました～ 大阪大学産業バイオ１２０年(3) 

大阪大学 大政健史（昭和６１年卒） 

 大阪大学フロンティア産業バイオイニシアティブ国際研究拠点は、大阪大学大学院工学

研究科の連携型融合研究組織です。現在、創始 120 年を記念して、広く内外に生物工学の

発展と産業の関わりを紹介するため、公開シンポジウムとして「大阪大学産業バイオ 120

年」を企画し、尚醸会と共催で開催しています。 

大阪大学産業バイオ 120 年(3) 魅力あふれるニッポンの洋酒 2017 年 3 月 9日開催 

一昨年度（2016 年度）の 2回の開催に引き続き、洋酒産業に従事する卒業生に講演を頂

く「魅力あふれるニッポンの洋酒」を開

催しました。洋酒と言えば、ウイスキー

やワインですが、近年は日本ブランド、

日本発の洋酒が世界的に認められるよう

になってきました。今回はそれを支える

「洋酒産業」側に焦点をあてて、実際の

製造に携わってきた方々から講演を頂き

ました。参加者は104名(講演者、来賓含)、

うち、学生 44名でした。工学研究科、医学研究科、生命機能研究科、経済学研究科、蛋白

研、歯学部、1年生から、学外(会社の方)からポスターを見かけたご近所の方までの参加

でした。行われた 4件の内容を簡単に紹介いたします。 

「マッサン」と「リタ」の夢を追いかけて 

ニッカウヰスキー株式会社 代表取締役社長  岸本 健利氏(阪大 醗酵昭和 57年卒) 

ご自身のニッカウヰスキーへの入社のエピソードから、大阪工業学校

醸造科の卒業生であるニッカウヰスキーの創業者、竹鶴正孝様の歴史

とそのウイスキーにかける思いと、リタさんとの出会い、さらには、

思いを込めた手吹きボトルのスーパーニッカの販売にいたるまで、あ

ふれるニッカウヰスキーの情熱についてご紹介頂きました。また、ウ

イスキー業界を取り巻く現状や、近年の世界に冠たる日本のウイスキ

ーの躍進についてもご紹介いただき、非常に印象深い講演でした。 

スピリッツ発酵・蒸留の理論と実践 ～ものづくりの志～ 

サントリースピリッツ株式会社 スピリッツ事業部 商品開発研究

部 スペシャリスト 坂口 正明氏(阪大 醗酵昭和 53 年卒) 

坂口様独特の語り口で、サントリーのものづくりの志、品質本位に

ついて「理論と実践（経験）」、「ものづくりの志」から、わかりやすく語って頂きました。

開発商品がイコール成功商品でないこと、ブランド、機能的価値、そして付加価値情報の

３つがあいまって商品となること、また、学生時代の思い出として、スキーに夢中になっ

たことが、今のご自身を支えていることなどを熱く語って頂きました。 
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ワインの楽しみ方 

アサヒビール株式会社 生産第二部 担当部長 佐藤 知巳氏(阪大醗酵

平成 3年卒) 

 現在の日本のワイン産業がいったいどうなっているのか、出来立

てが美味しいワインがどうして美味しくなくなるのか、から始まり、

輸送と保管の重要性、現在の日本で楽しめる多種多様なワインについ

ての解説を通して、世界のワイン産業がどうなっているのか、日本の

ワインの現状について、わかりやすく、かつ、楽しくご紹介頂きました。 

山梨の小さなワイナリーのワイン造り 

機山洋酒工業株式会社 代表取締役 土屋 幸三氏(阪大醗酵 昭和 63 年卒) 

勤めていた会社を辞めて、日本のワイナリーの黎明期から活動さ

れている家業のワイナリーを引き継がれたご自身の体験をもとに、

家族経営によるぶどう栽培から始まるワイン生産について、ぶどう

の品種の多様性や、それぞれの特徴やその栽培法、さらには、国産

ぶどうから醸造された「日本ワイン」の魅力まで語って頂きました。 

終了後は交流会において、様々なウイスキー、ワインを楽しみな

がら、大いに語り合いました。この産業バイオ 120 年のシンポジウムは、まだまだ企画予

定です。ご期待ください。 

(本報告は生物工学会誌（2018 年 9号）の BranchSpirit に報告した記事に基づいたもので

す。大政) 
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会員の叙勲・褒章受賞 

 

 

平成 29 年秋の叙勲にて藤田正憲先生（昭和 39 年卒）が教育研究に対する功労で瑞宝章中綬章

を受章されました。 

 

平成 30 年春の叙勲にて今中忠行先生（昭和 42 年卒）が教育研究に対する功労で瑞宝章中綬章

を受章されました。 

 

大変な栄誉を受けられましたこと、同窓生一同お祝い申し上げます。 

先生方の今後益々のご健勝を心よりお祈りいたします。 

 

同窓生で叙勲、褒章を受賞された方がおられましたら、 

情報を尚醸会幹事（doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp）までお寄せください。 

今後も同窓会通信欄にてご紹介させていただきます。 

 

尚醸会幹事 
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平成 29 年度 同窓会会計 

収入 平成 28 年度より繰越金 3,105,490 円 

平成 29 年度会費 581,225 円 

同窓会懇親会会費 180,000 円 

受取利子（税引き後） 24 円 

  合計 3,866,739 円 

支出 幹事会開催費（交通費・ドリンク代） 18,270 円 

同窓会名簿データ整理委託費 64,908 円 

学部 2 年生懇親会補助金 50,000 円 

同窓会会誌発送費 252,501 円 

同窓会会誌印刷費 154,980 円 

弔電発信費 2,970 円 

同窓会総会運営費（アルバイト代含む） 35,000 円 

OB・OG-学生座談会開催費 46,879 円 

同窓会懇親会開催費 162,000 円 

尚醸賞証書・楯作成費 25,537 円 

  合計 813,045 円 

収支 （平成 30 年度への繰越金） 3,053,694 円 

 

平成 29 年度 学生国際活動支援金会計 

収入 平成 28 年度より繰越金 3,939,029 円 

受取利子（税引き後） 34 円 

  合計 3,939,063 円 

支出 無し 0 円 

  合計 0 円 

収支 （平成 30 年度への繰越金） 3,939,063 円 
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大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」会則 

1. （名称） 

   本会は大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」と称する。 

2. （会員の構成） 

   本会は次の会員で構成する。 

(1) 正会員 

イ 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース、同大学大学院工学研究科生命

先端工学専攻生物工学コース（以下教室と言う）およびそれらの前身学科、

専攻の出身者。 

ロ 上記イの教室および付則に示す関連講座の旧教官・教員、現教員および現職

員。 

ハ 上記イの教室および付則に示す関連講座に関係のあるもの（旧職員、研究生、

実習生など）で、入会を希望し会長が承認したもの。 

(2) 名誉会員 

会員の中から幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。 

(3) 賛助会員 

本会の趣旨の賛同し、付則に定める会費を納めるもので幹事会の推薦により総

会の承認を得たもの。 

(4)  学生会員 

大阪大学工学部応用自然科学科応用生物工学コースおよび同大学院工学研究科

生命先端工学専攻生物工学コースに所属する学生。 

3. （目的） 

   本会は会員相互の親睦を図り教室の発展に寄与することを目的とする。 

 

4. （所在地） 

   本会の事務所は教室内に置き、会員の希望により支部を設けることができる。 

 

5. （役員） 

   本会には次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 正会員の中から総会で選出する。 

(2) 副会長 ２名 正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。 

(3) 幹事長 １名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(4) 幹事    若干名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(5) 監査  ２名 正会員の中から総会で選出する。 

 

（注）常任幹事を削除。 

6.  (役員の任務） 

   本会役員は、役員会を構成し、本会の運営を図る。役員の任務は次のとおりである。 

(1) 会長は本会を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐する。 

(3) 幹事長は幹事を総括して会務を掌理する。 

(4) 幹事は庶務、財務、企画、編集の事務を行う。 

(5) 監査は本会の運営と会計を監査し、総会に報告する。 

（注）常任幹事の任務を削除。 

 

7.  （役員の任期） 

   役員の任期は２年とし再任を妨げない。 
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8. （名誉会長） 

(1) 本会に、名誉会長をおくことができる。 

(2) 名誉会長は幹事会が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。 

 

9.  （会議） 

(1) 本会は原則として２年に１回総会を開き、役員の改選、会計報告、会則の改正、

その他重要な事項を議する。 

(2)  総会の議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。 

 

10. （会計） 

(1) 本会運営の経費は会費およびその他の収入を持ってあてる。 

(2) 会費は付則に定める金額とする。 

(3) 名誉会員および学生会員からは徴収しない。また、卒業後50年以上の会員は会

費を免除する。 

(4)  本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

11.（会則の変更） 

本会の会則は総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を得て改正することが

できる。ただし、書面を持って賛否を表す場合は出席とみなす。 

 

付則 

1.  大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース・同大学大学院工学研究科生命先端工

学専攻生物工学コースの関連講座とは、大阪大学生物工学国際交流センター、同大学

大学院工学研究科生命先端工学専攻物質生命工学講座生物化学工学領域、同大学産業

科学研究所生体分子機能科学研究分野、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学

専攻代謝情報工学講座、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻バイオ情報

計測学講座およびその前身をさす。 

 

2. 本則第９条の会費は次のとおりとする。 

(1)  会費   正会員は年額 2、000円、賛助会員は年額１口 5、000円。 

 

3. 本則第4条の規定に従い、本会に関東支部を置く。 

 

4. 付則の変更は役員会の議をもって行う。 

 

5． 本会則は平成８年１１月１５日から施行する。 

  

平成30年6月27日改訂 

 

 



☆同窓会現組織（平成 30 年度）	

	

会長	 吉田敏臣（昭和 38 年卒）	

副会長	 関	 達治（昭和 41 年卒）	 柳	 謙三（昭和 43年卒）	

幹事長	 福崎英一郎（昭和 58年卒）	

幹事	 	

（企業幹事）酒井大樹	 （平成 17 年卒）	 	 	 	 	 辰馬本家酒造（株）	

山内雄人	 （平成 22年卒）	 	 	 	 	 サントリービール（株）	 	 	

野原小百合（平成 26年卒）	 	 	 	 	 グリコ栄養食品（株）	

（庶務担当）	三崎	 亮（平成 9年卒）、山内朝夫（平成 9年卒）、原田和生（平成 14 年卒）、

黒田真史（平成 16 年卒）	

（財務担当）	木谷	 茂（平成 8年卒）、岡野憲司（現教員）	

（名簿担当）	大政健史（昭和 61 年卒）、岡澤敦司（旧教員）、内山	 進（現教員）	

（編集担当）松田知己（平成 9年卒）、加藤泰彦（現教員）、堀口一樹（現教員）	

（企画担当）古賀雄一（平成 8年卒）、酒井大樹（平成 17 年卒；企業幹事兼）、山内雄人	

	 	 	 	 	 （平成 22年卒；企業幹事兼）、野原小百合（平成 26年卒；企業幹事兼）	

監査	 二宮保男（昭和 46 年卒）、室岡義勝（昭和 41年修卒）	

	

☆会員の動向(最近の動向がございましたなら、同窓会までご一報下さい)	

	

●教職員の異動（平成 29 年 7 月から平成 30 年 6 月まで）	

Web 版のため、個人情報を削除致しました。 

	

●会員訃報	 心よりご冥福をお祈り申し上げます。	

Web 版のため、個人情報を削除致しました。	

	

●平成 30 年 3 月卒業、修了生進路等	 （工学研究科教務係提出資料より）	

Web 版のため、個人情報を削除致しました。 

	

同窓会からのお願い	

	 近年、企業合併や部署移動、市町村合併によって、住所変更や所属変更となる会員が増

えておられます。これらに変更が生じた場合、同窓会(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)まで

ご一報ください。なお、お寄せ頂いた個人情報は、尚醸会個人情報保護方針

（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/jusho.html）に従い、適切に対応いたします。	

	

●教室の構成	

Web 版のため、個人情報を削除致しました。	
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●クラス会幹事（クラス会幹事の方には会員の所属の移動等について同窓会への連絡をお

願いいたします） 

昭和 12 年  昭和 42 年 卜部  格 平成 4 年 内山圭司 平成 30 年 光吉祐太朗 

昭和 15 年  昭和 43 年 関口順一 平成 5 年 滝口 昇   

昭和 16 年 武田六郎 昭和 44 年 土戸哲明 平成 6 年 松浦友亮   

昭和 18 年  昭和 45 年 古川憲治 平成 7 年 永久圭介   

昭和 19 年  昭和 46 年 山本忠行 平成 8 年 金谷 忠   

昭和 21 年  昭和 47 年 島田裕司 平成 9 年 小林 肇   

昭和 23 年 佐瀬 勝 昭和 48 年 曽根良昭 平成 10 年 田中礼央   

昭和 24 年 野口祐一 昭和 49 年 小西喜朗 平成 11 年 永塚由佳   

昭和 25 年 足立 有 昭和 50 年 中塚正博 平成 12 年 井戸芳博   

昭和 26 年 辻阪好夫 〃 東浦忠司 平成 13 年 後藤優治   

昭和 27 年  昭和 51 年 溝口晴彦 平成 14 年 有岡伸悟   

昭和 28 年

(旧制) 
斎藤 宏 昭和 52 年 根来誠司 平成 15 年 新家康弘 

  

昭和 28 年

(新制) 
高野光男 昭和 53 年 金子嘉信 平成 16 年 和田 悠 

  

昭和 29 年 嶋谷幸雄 昭和 54 年 高木 睦 平成 17 年 藤井健治   

昭和 30 年 大嶋泰治 昭和 55 年 滝沢 昇 平成 18 年 鳳桐智治   

昭和 31 年 遠藤靖夫 昭和 56 年 阿野貴司 平成 19 年 高木康弘   

昭和 32 年 細見正明 昭和 57 年 片倉啓雄 平成 20 年 木村修一   

昭和 33 年 中桐義隆 昭和 58 年 森川正章 平成 21 年 外尾竜太   

昭和 34 年 野本哲也 昭和 59 年 藤山和仁 平成 22 年 井村 誠   

昭和 35 年 森元英雄 昭和 60 年 中嶋幹男 平成 23 年 吉田真理   

昭和 36 年  昭和 61 年 大政健史 平成 24 年 吉田隆史   

昭和 37 年 菅 健一 昭和 62 年 山本恵三 平成 25 年 長澤宏器   

昭和 38 年 吉田敏臣 昭和 63 年 向由起夫 平成 26 年 都倉知浩   

昭和 39 年 藤田正憲 平成元年 永尾寿浩 平成 27 年 小幡佑季   

昭和 40 年 新名惇彦 平成 2 年 松本雄大 平成 28 年 吉富耕太   

昭和 41 年 関 達治 平成 3 年 鈴木市郎 平成 29 年 花谷燿平   

＊ クラス幹事が空欄の学年は、ご相談の上、同窓会事務局までお知らせください。 

＊ 各学年での同窓会等の行事を開催した場合は、是非同窓会までご一報ください．その

際には、簡単な概要説明と写真などを添えて頂けると幸いです． 
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会員各位 

 

 

名簿担当からのお知らせとお願い 

 

①大阪大学生涯メールアドレスをお知らせください。 

大阪大学を卒業・修了された方に、生涯使えるメールアドレス  「 XXXX＠

alumni.osaka-u.ac.jp」が大阪大学から提供されています。 大阪大学の Web メールシステ

ム（OUMail）を用い、インターネット環境下ならどこでも送受信でき、自動転送設定も可

能です。 

 

平成 26 年 3 月以降の卒業・修了生＝すでに利用可能です 

卒業・修了時、全員に OUMail 生涯メールアドレスが設定されています（申し込み不要）。 

アドレスは、卒業の翌月初めに、在学中の大阪大学個人 ID をもとに自動で切り替わって

います。（例：u123456a@ecs.osaka-u.ac.jp ➡ u123456a@alumni.osaka-u.ac.jp） 

※在学中のパスワード、メールデータ、連絡先などの設定は自動で引き継がれます 

※大阪大学の中で進学される方には、その課程を修了後に贈呈します 

 

平成 26 年 2 月以前の卒業・修了生＝新規発行となります 

アドレスは、申込者の氏名に基づき、下記の形となります。 

【姓-名-英字 2字（自動割り当て）】@alumni.osaka-u.ac.jp  

申し込み等、詳細は大阪大学の HP（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/alumni/oumail）

をご参照ください。 

なお、生涯メールアドレスを取得された後、doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp にもアドレス

をお知らせ頂ければ幸いです。尚醸会からの同窓会案内等を当該アドレスにお送りさせて

頂きます。 

 

 

②個人情報保護法の改正について 

 個人情報保護法の改正にともない、尚醸会の管理する個人情報も当法案の対象となりま

した。尚醸会では、すでにプライバシーポリシーを設定（2009.11.13）しており

（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/kojin.pdf）、改正された個人情報保護にも対

応しておりますのでご安心ください。 
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会員各位 

 

 2016年4月の熊本地震では、多くの方々が甚大な被害に遭遇されましたことに心から

お見舞い申し上げます。被害にあわれた方々の中には未だ復興途中の方もおられると

考え、熊本地震で被害にあわれた会員の方々からは平成30年度年会費を徴収しないこ

とといたします。払込通知票が送付されますが、お支払いただく必要はございません。

 他の会員の皆様には、下記記載の要領で平成30年度会費の納入をお願い申し上げま

す。 
記 

１）郵便振替にて納入される場合 

 同封の払込通知票を用いて、最寄の郵便局にてお振込下さい。 

（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 金額：2,000円 

 
 

２）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合 

 最寄郵便局で自動払込利用申込書に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。 

 今後、毎年11月30日に貴口座より、年会費2,000円を自動引き落としさせて 

 いただきます。手続きの都合上10月15日までにお願い申し上げます。 

 

（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 払込開始月：平成30年11月から 

 払込日：30日 

 払込の種別：会費 

（注：昨年度すでに自動払込申込をされた方は新たな手続きは不要です。 

自動払込手続をされた方は振込用紙で振り込まないようご注意ください。） 

 

♪♪♪♪♪♪♪ 同窓生のみなさまへ会費免除のお知らせ ♪♪♪♪♪♪♪ 

いつも会費納入にご協力いただきまして誠に有り難う御座います。 

同窓生のみなさまは卒業後 50 年経過しますと会費免除となります。 

平成 30 年度は昭和 43 年卒の同窓生が該当致します。会誌送付や諸行事への参加な

どは今までと変わりありません。今年から免除になられた同窓生及びすでに免除に

なっておられる同窓生の皆様には、長い間会費を納入していただきまして有り難う

御座いました。今後も同窓会へのご支援・ご協力のほど宜しくお願い致します。 
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